
2021年1月★第136号Miyagi Environmental Life Out-reach Network

MELON会員の皆さま

　明けましておめでとうございます（コロナ禍のために、
なかなかおめでたい気分にはなれませんが）。
　2020年はコロナ禍に明け暮れた1年となってしまい
ました。憂鬱なニュースの多かった1年でしたが、11月 
8日のカマラ・ハリス米国次期副大統領の勝利演説は感
動的でした。「女性で最初の副大統領かもしれないけれ
ど、最後ではありません」と述べたあと、「大きな夢を
抱いて、信念をもって進め（Dream with ambition, 
lead with conviction）」という言葉が続きました。原
文は、dreamとlead の「イー」の音、withを重ねて、
tion（ション）と再び韻を踏んで見事な対句になってい
ます。ジャマイカ系の父とインド系の母を持つカマラさ
んは、女性として、黒人女性として、これまでもカリフォ
ルニア州初の女性司法長官に選任されるなど ｢ガラスの
天井｣ を打ち破ってきました。その秘訣は、｢大きな夢
を抱いて、信念をもって進む｣ ことにあるのでしょう。
さらに ｢他の人々が見ないような仕方であなた自身を見
つめなさい。私達はそういうあなたをいつでも応援して
います｣ という言葉が続きます。｢空気を読め、忖度し
ろ、回りの言うことをよく聞きなさい｣ という日本の教
えとはまるで異なっています。パリ協定からの離脱をは
じめとして、世界を攪乱したトランプ政権後の米国の新

たな4年間
に希望を持
たせる演説
です。
　 年 末 の
もう1つの
う れ し い
ニ ュ ー ス
は、日本キリバス協会のケンタロ・オノさんとともに、
MELONが令和2年度気候変動アクション環境大臣表彰
の栄誉に輝いたことです。ストップ温暖化センターみや
ぎの設立20年を飾る慶事となりました。皆さまのご支
援・ご声援にあらためて感謝申し上げます。
　15歳、高校1年の折に単身でキリバスに渡り、国籍
までも取得しキリバス人となったケンタロさんの歩み
も、まさに ｢大きな夢を抱いて、信念をもって進んでき
た｣ 人生と言えるでしょう。ケンタロさん、本当におめ
でとうございました。
　宮城県をはじめとして冬が長く、寒さの厳しい東北地
方は、ことのほか春が美しい地域です。危機の後には、
必ず復活と再生が続きます。
　2021年こそ、桜の大樹を見上げたいものです。｢大
きな夢と信念｣ を育みながら、希望の春を待ちましょう。

大きな夢を抱いて､ 信念をもって進もう

MELONとは 公益財団法人 みやぎ･環境とくらし･ネットワーク—通称『MELON』。
1992年の地球サミットをきっかけに翌’93年に誕生しました。緑と水

と食をとおして環境とくらしを考え、地域と地球環境に寄与しようと多くの市民、学者、
知識人、協同組合、企業、団体で作られたNGO（非政府組織）です。地域と地球環境を
守るため１人ひとりの参加と協力をつなぎます。

MELON会員募集
MELONの活動は会員の会費で支えられています。
MELON会員特典
　⃝MELON主催イベントに会員割引で参加できます。
　⃝ごみや水、緑や食、自然エネルギーや企業の環境の取り組みなどをテーマに勉強

会や見学会を行う部会に参加できます。
　⃝ボランティアや部会に参加するごとにボランティアポイントが１個もらえ、５個

集まると1,000円分のMELON商品券と交換できます。
　⃝MELONの活動や環境情報を掲載した情報紙をお届けします。
　⃝メールアドレス登録で、会員同士の情報交換ができるメーリングリストに登録できます。
〜入会希望の方は事務局までお問合せください〜
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「気候変動アクション 環境大臣表彰」を受賞しました！

　環境省は、地球温暖化対策推進の一環として、地球温
暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体をたたえる
ため、「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を毎年行っ
てきましたが、今年度から、昨今の社会における気候変
動対策の動向等を踏まえ、「気候変動アクション環境大
臣表彰」にリニューアルされました。
　この「気候変動アクション環境大臣表彰」、一般社団
法人日本キリバス協会代表理事のケンタロ・オノさんと
ともに進めてきたキリバス共和国をテーマとした気候変
動防止啓発活動が、「普及・促進部門　緩和分野」で環
境大臣表彰を受賞しました！
　令和2年度受賞者紹介URL
　https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_
action_award/winners.html
　宮城県の推薦を受け、オノさんとMELONの共同事
業として応募したものですが、高校からキリバスに渡り
帰化して日系キリバス人1世となったオノさんのユニー
クな経歴と活動実績、聞く人に感動を与えメッセージを
伝える情熱と
親しみやすい
人柄のおかげ
で、 受 賞 に
至ったものと
思 っ て い ま
す。オノさん
には感謝の言
葉しかありま
せん。
　内容として

は、小中学校を主な対象とした環境出前講話の実
施により、一人ひとりの暮らしの見直しが地球温
暖化防止にとって重要であることを伝えてきまし
た。「愛の反対は憎しみや恨みではなく無知と無

関心」をキーワードに、国が沈む危機に直面しているキ
リバス共和国の現状を紹介し、気候変動は人災であり個
人の行動の積み重ねで未来は変えられることも伝えてい
ます。
　講話の中では、前述の重要なメッセージを伝えること
に主眼を置きながらも、南の島キリバス共和国の自然の
美しさやのんびりした人々の暮らしをユーモアを交えて
紹介し、児童・生徒の興味を引くことで大きな成果を上
げています。
　今年は新型コロナウイルスの感染拡大により、東京
での表彰式は残念ながら中止となりましたが、11月 
21日（土）にオンラインによる表彰イベントが実施され、
MELON事務局にオノさんにお越しいただき、事務局員
と一緒に視聴しました。
　未来を担う若者や子ども達への環境教育は今後さらに
重要性を増していくものと思われます。これからもケン
タロ・オノさんにご協力いただきながら、有意義な活動
を継続していきたいと思います！

オノさん、井上EPO統括と亀崎事務局員で記念撮影

オノさんと事務局スタッフでオンラインイベントを視聴

授業の休憩時間に子ども達の質問を受けるオノさん 登米市立西郷小学校での授業の様子
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2020年はWEBで開催!! ～MELONフェスタ～

　会員同士の交流を大切に開催してきたMELONフェ
スタ。今年はコロナ禍のため「2020年はWEBで開催!!」
と銘打ってデジタルコンテンツの配信と、オンライン上
でのディスカッションの開催となりました。
　デジタルコンテンツはとても見ごたえがあり、理事長
提供の動画は会員として大いに考えさせられるものがあ
ります。山田理事提供の動画は、水部会が毎年行ってい
る広瀬川水質調査の様子と結果を知ることができるとと
もに、広瀬川のせせらぎやカジカガエル、野鳥の鳴き声
を聴くことができます。広瀬川について学びつつ、貴重
な音声によって大変癒される動画です。

「第25回MELON会員と市民のつどい
 〜MELONフェスタ〜」
■   デジタルコンテンツ：  役員による動画配信、学生環境団

体の活動PR
 2020年11月14日〜配信スタート！
■役員・部会長によるディスカッション
　テ ー マ：「私たちはMELON30周年をどう迎えるか」
　パネリスト：  長谷川公一理事長（尚絅学院大学大学院

特任教授）
   髙橋春男副理事長・水部会長（弁護士、

髙橋春男法律事務所代表）
   山口哲男副理事長（日専連宮城県連合会

会長）
   三浦隆弘理事（「なとり農と自然のがっ

こう」主宰）
   青木ユカリ評議員（NPO法人せんだ い・

みやぎ・NPOセンター常務理事・事務
局長）

  篠原富雄4R推進部会長・水部会メンバー
　ファシリテーター：  石垣政裕理事（特定非営利活動法人

劇団仙台小劇場演出家）
　日　　時：2020年11月28日（土）10：30〜12：00
　配信会場：フォレスト仙台ビル2階　第1・2会議室
　参 加 者：44名（オンライン20名、会場24名）

配信会場の様子。会場でもディスカッションに参加できるようにしました。

　デジタルコンテンツは大変好評だったため、「MELON
チャンネル」にアップしています。WEBサイトのトッ
プページにバナーがありますのでそこからぜひご覧くだ
さい。または二次元コードをご利用ください。
　11月28日開催のディスカッションでは6名のパネ
リストがオンライン上で登壇し、テーマ「私たちは
MELON30周年をどう迎えるか」について、それぞれ
の考えを発信してから意見交換をしました。それを受け
ての参加者の声を紹介します。「三浦理事の発言や山口
副理事長の話を伺い、MELONに入っていて良かったと
思いました」「今日は、現在のMELONのことや課題を
知るいい機会になりました」「MELONの活動をどのよ
うなツールで広めていくか課題」（アンケートより一部
抜粋）。
　2022年にMELONは30周年を迎えます。今回はペー
ジの都合でディスカッションの内容には触れられません
でしたが、今後このディスカッションの内容をご紹介し、
30周年に繋げていきたいと思います。

＜デジタルコンテンツ紹介＞
※⑦以降は学生環境団体の活動PR

① 「持続可能なMELONへ」
　　長谷川公一理事長（尚絅学院大学大学院教授）

② 「ENERGY FOR THE  FUTURE」
　　中田俊彦評議員（東北大大学院工学研究科教授）

③「エコシティ仙台プロデュース プロジェクト活動紹介」
　　村松淳司理事（東北大学多元物質科学研究科教授）

④「英語でビーチクリーン
 ～たのしみながら浜辺を綺麗にしよう！」
　「ヤドカリング～ヤドカリ目線で見直そう」
　　松八重一代理事（東北大学大学院環境科学研究科教授）、
　　三橋正枝さん（同研究科助手）

⑤「広瀬川の水環境調査と音風景」
　　山田一裕理事（東北工業大学工学部環境エネルギー学科教授）

⑥ 「ORGANIC WEEK SENDAI 紹介動画 2018、2019」
　　三浦隆弘理事（『なとり農と自然のがっこう』主宰）

⑦学生環境団体「海辺のたからもの」
　（代表　畠山紳悟さん）活動紹介
⑧  環境サークル「たんぽぽ」
　（代表　松峯快成さん）活動紹介
⑨  学生環境団体「Fridays For Future Sendai」
　（代表　時任晴央さん）活動紹介
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環境出前講話「海洋ごみ編」と「南極を知ろう編」

　今年度の環境出前講話には「キリバス編」のほかに、
「海洋ごみ編」と「南極を知ろう編」があります。10月
30日（金）、七ヶ浜町立汐見小学校6年生を対象に「海
洋ごみ編」の授業を行ってきました。環境系学生団体「海
辺のたからもの」の代表である畠山紳悟さんが講師とな
り、近くの菖蒲田浜で拾った海洋ごみを子どもたち自身

が実際に仕分け
の作業を行いま
した。菖蒲田浜
は身近な場所に
もかかわらず、
子どもたちが初
めて見る海洋ご
みがたくさんあ
り、「まめ管っ
て養殖から出た
ごみなんだ」など、多くの発見がありました。
　翌日の10月31日（土）は、名取市図書館で親子参加
の「南極を知ろう編」の学習を行ってきました。講師は、
第49次日本南極地域観測隊の石井洋子さんです。南極
という未知の世界に参加者の皆さんは興味津々。石井さ
んのお話とすてきな写真に引き込まれていきました。南
極の氷を実際に触り、「気泡の中には2万年前の空気が
入っているんだよ。」と聞いて、子どもたちは驚きの連
続でした。子どもの質問に答える畠山さん

返えされます。とうとう熊さんは、一番上の天狗の
ところに引き出されてしまうのです。
　熊さんの『見てない夢』を巡って、上級審？　に
登っていく筋書きは、その夢を『見ていない安全』
と置き換えると、本当は『安全じゃないんじゃない
の？』という庶民の訴えを無視して政治的判断が下
される過程と実によく似ているような気がして、い
つの時代になったら、こんな理不尽な世の中が終わ
るのかと心穏やかではないのです。
　熊さんは、どうしたら天狗のところまで行かない
で済んだのでしょうか。ここに登場しなかったたく
さんの人たちは、この夢の裁きにどんな風に係わっ
たら良かったのでしょうか。小さな商工業者やそこ
に働く人たちの、新型コロナ禍の中でもなんとか暮
らしを支えたいという市民の願望を再稼働に結びつ
けられてしまう理不尽さを、落語なら笑えても、故
郷を失い、仕事を失い、家族とも友だちとも離れて
しまった被災地の人々を思うと、本当に胸が張り裂
けそうになります。

　いい夢を見たら商売が繁盛した。こんな噂を耳に
した熊さんの女房は、無理矢理熊さんに夢を見ろと
いう。始まりは、少しでも暮らしがよくなりたいと
いう、こんな庶民の願望でした。
　五代目古今亭志ん生の「天狗裁き」（「ザ・ベリー・
ベスト・オブ志ん生」vol.2、ユーキャン、1997年）
を聞くと、私はどうしても、ついこの間も、わざと
らしく見えるほど大げさに行われた原発再稼働容認
の『儀式』を思い出してしまいます。
　夫婦喧嘩から始まり、長屋の兄貴分、そして大家
さんからお奉行様まで、トントンと「見た夢を教え
ろ。教えないと上の方に訴える」という騒動が繰り

「始まりは小さな願望」
落語篇⑲
五代目古今亭志ん生「天狗裁き」
石垣政裕（MELON理事）

南極での暮らしを話す石井さん
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各協同組合からのお知らせ
MELONの協力団体である各協同組合が取り組んでいる、環境に関する情報をご紹介します。

考えてみよう「わたしたちのくらしとプラスチックごみ」

目指せ100人！
環境リレートーク

 

 

第79人目の執筆者
高橋カナメさん

（タレント・狩猟者）

担当番組　エフエムいわぬま
毎週水曜夕方5時OA

『カナメおんつぁんは鉄砲ぶち』
※ネット経由でどこからでも聴けます。
　http://fm779.com

　なんだか申し訳ないなと思いながら持ち帰り食べ
てみると！　……うまい！！
　地元にこれだけ衝撃のうまさのリンゴがあるとは
驚きでした。
　後日、その農家さんにお礼を伝えると、
　「いや、自宅用だがら気にしねえで」と返ってき
ました。
　なんと「地元」とは暖かなものでしょう。
　そこからその農家さんとの繋がりが始まりました。
　このような美味しい食材を作っている農家さんた
ちの苦労はいかほどのものかと思うことがあります。
その労いや感謝もこめて皆が「ごちそうさま」と言
えるしくみが身近にあったらいいなと思います。
　岩沼も30年前とは変わり田んぼも減りましたが、
30年後にもこの想いが伝わる番組を作っていきた
いと思います。『ごちそうさまでした』

… 次号執筆者紹介 …
高橋 博之さん

（株式会社 ポケットマルシェ　代表）

　時刻は夕方5時！　皆さんこんばんは、宮城県猟
友会岩沼支部若手ハンターの高橋カナメです。僕は
コミュニティFM局「エフエムいわぬま」で番組を
担当しながら、地域活動として狩猟ではなく駆除と
して猪を獲っています。
　先日、オレンジベストを着て歩いていたら地元の
農家さんに呼び止められました。「あちゃー、何か
注意されるのかな」と内心ドキドキしていたら、
　「なんだべ！　随分若い鉄砲ぶちさんだいっ
ちゃ！　んでは応援すっからな。それとこいづ、か
い〜」と食べきれない程のリンゴをいただきました。

☆　見てみよう！　参加してみよう！「デジタル・ツナガル・参加する・エコフェスタ2020」
　URL：https://www.miyagi.coop/member/kankyou/news/detail/345/
☆　私たちのくらしとプラスチックごみ（YouTube）
　URL：https://www.youtube.com/watch?v=qBUpy09McsE&feature=emb_titl
☆　みやぎ生協HP「わたしたちのくらしとプラスチックごみ」Vol.3
　URL：https://www.miyagi.coop/member/kankyou/news/detail/342/

　例年、仙台市勾当台公園市民広場を会場に開催されている「エコフェスタ」。参加者が楽しみながら自
らのライフスタイルを見直し、ごみ減量・リサイクルへの理解を深めるための大規模エコイベントですが、
今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で「デジタルエコフェスタ2020」としてWEB開催になり
ました。（3月末まで掲載予定）
　みやぎ生協も「わたしたちのくらしとプラスチックごみ」をテーマに「こやぎのみやぎちゃん」と一緒
に5分程の動画でWEB参加しています。これに合わせ、プラスチックごみについてホームページでシリー
ズ掲載しています。プラスチックとわたしたちのくらしの関わりを今一度考えてみましょう。
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.89

気候変動適応策シンポジウムを開催しました！

　MELONは宮
城県の委託を受
けて気候変動適
応推進事業を昨
年に引き続いて
進めています。
その中の一つと
して「持続可能

な社会のための気候変動適応策シンポジウム」を11月 
19日にエルパーク仙台で開催しました。今回は、会場
とともにオンラインによるライブ配信も行いました。
80名を超える方々に参加いただき、宮城県だけでなく
山形や青森、さらには三重県からのオンライン参加もあ
りました。
　国立環境研究所・気候変動適応センター長の向井人史
さんによる講演では、気候変動の影響や予測について東
北や宮城を事例に説明してもらい、適応策をSDGsの

視点から話してもらいました。事例発表では、株式会社
建築工房零の代表取締役社長、小野幸助さんより、バイ
オマスエネルギーの活用や気候変動に対応した家づくり
などの自社の取り組みのほか、宮城県中小企業家同友会
の仲間である団体の自然に寄り添ったカキ養殖の事例な
ども紹介してもらいました。向井さんによる専門的な知
見、小野さんによる熱い思いが伝わり、参加者の多くか
ら「これから適応に取り組んでいこうと思った」という
感想をいただき
ました。
　このシンポジ
ウ ム を 受 け て、
1月15日に多賀
城市で、22日に
川崎町でワーク
ショップを行う
予定です。

楽しく省エネして得しちゃおう♪

　地球温暖化防止のため私たちの家庭から排出している
CO2削減も重要です。でも、普段生活している中でど
れくらいCO2を排出しているのか意識しにくい上、目
に見えないCO2をどうやって削減するのか分かりませ
んよね。
　しかし「うちエコ診断」を受診すれば、家庭のCO2

排出状況を見える化！　さらに、省エネのスペシャリス
ト「うちエコ診断士」が各家庭に効果的な省CO2対策
のコツを教えますよ♪

　今なら省エネ
を実践して昨年
同月と比べて「電
気」もしくは「ガ
ス」の使用量が
減っていたら応
募できる「2020
省エネチャレン
ジキャンペーン

みやぎ第2弾」
も実施中！
　さらに宮城
県では地球温
暖化対策への
理解と関心を
高め、行動し
てもらうため
のアプリ「ecoチャレンジみやぎ」も配信中です。「エ
コアクション」に応じて獲得できるポイントを貯めると、
抽選ですてきな景品が当たります。（エコアクション例：
みやぎ生協でレジ袋辞退すると2ポイント獲得など）
　いまならうちエコ診断受診で25ポイントゲット！　
うちエコ診断を受診して、省エネを実践してお得しませ
んか？
　詳細はストップ温暖化センターみやぎまでお問合せく
ださい！

アプリ「ecoチャレンジみやぎ」

ソーシャルディスタンスを取って診断実施中

講演をする向井センター長

事例発表者の小野社長
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推進員となるための候補者養成研修を開催しました！

　宮城県では、現在86名の推進員が地球温暖化防止の
ための正しい知識・対策を普及させるため県内で活動
しています。そして、今年度も宮城県委託事業として
2021年4月に委嘱される推進員の候補者募集＆養成研
修を実施しました。
　今年は19名が候補者として名乗りを上げ、10月から
12月にかけて全3回の研修を受講してきました。第1回
目は地球温暖化の基礎知識を中心に、第2回は話し方や
コミュニケーション力を身につける研修を行いました。
　特に重要なのが第2
回目の研修。推進員は、
温暖化防止を地域に広
めていくうえで一番地
域の方々に近い存在で
あり、地域の方と直接
接する機会が多いので
す。推進員活動におい

て、知識だけでなく伝え
方というのも非常に大切
なスキルです。
　第1回、第2回とも講
師を務めてくださった鈴
木智恵さんは推進員でも
ありプロの気象予報士。
話し方のテクニックや発
声方法など直に教えてもらうことができました！
　12月に行われた最後の研修では現推進員との合同研
修も実施しました。
　今年度は直接の交流ができずオンラインでの合同研修
となりましたが、全3回の研修と通して、推進員として
の活動へのイメージを膨らませているようでした。
　今回の養成研修を受講した新規推進員は、2021年4
月に宮城県知事から委嘱され、推進員活動を始めます。
来年度からの活躍に期待です！

第3回はZOOMで交流も！

発音の仕方を講義中！（第2回）

推進員だ
より　No.

31

ラジオ番組「1.5℃ライフスタイル」

宮城県地球温暖化防止活動推進員によるプチ
トーク番組
M　C：長嶺香織さん
出演者：①佐藤憲司さん、②宇佐美久夫さん、
　　　　③門間智史さん
　　　　三浦明美（職員）

　皆さん、お聞きになりましたか？　宮城県地球
温暖化防止活動推進員（以下、推進員）の3名が
ラジオでそれぞれの温暖化防止活動を紹介しまし
た。①水族館での海洋プラスチック問題啓発、②
東日本大震災の津波被災者が居住する公営住宅で
のエコ学習会、③グループでの環境学習教材開発
などをそれぞれ語りました。
　コロナ禍で普及・啓発活動が制限される中、①
夏休み期間の子ども向けイベントでの啓発、②9
月1日防災の日に温暖と防災の学習会、③教材を
もとに未来を担う高校生への「食品ロス」問題の
提起の活動紹介がラジオの電波に乗りました。
　プチトーク番組「1.5℃ライフスタイル」の目
的は推進員さんの活動紹介だけではなく、『新し

い生活様式　1.5℃ライフスタイル』の広報でも
ありました。温室効果ガスを減らす国際的な取り
組み（パリ協定）の中で「世界共通の目標として、
世界の平均気温上昇を2℃未満、できれば1.5℃
に抑える努力をする」があります。1.5℃にこだ
わるのは、災害・生態系・海面上昇などのリスク
が2℃未満の気温上昇の時と比べるとかなり影響
に差が出るからです。

RADIO3にて収録の様子　
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　会員の皆さんの環境への思いやイベントに参加しての感想
を声にしていきます。

　MELONフェスタに参加してみて、これからの活動を次
の世代にいかにして引き継ぐのかが課題だと感じました。
 （仙台市青葉区在住　ねぎさん）

～インターンシップを振り返って～
　8月、短パン、サンダルで通い始めたMELONの事務
所も季節は巡り今（執筆時11月）はセーターにコート
で行くようになりました。いつの間にか4か月も経ちま
した。光陰矢の如し！　コロナ禍で始まったインターン
シップで当初はオンライン中心で大したことはできまい
と思っていました。しかし、夏は宮城県での感染者数も
落ち着きオンラインでの活動以外にも、イベント運営
や海洋プラスチックの調査にも携わることができまし
た。新たな出会い、それも仙台で本気で環境の活動をし
ている方々と出会い、一緒に活動できたことは今後の僕
にとってとても大切なものになっていく予感がします。 
1月には同じく宮城で活動しているCSOラーニング生と
イベントに出展予定なので、まずはそこで学んできたこ
とを全部使って、良いブースを作れたらと考えています。

編 集 後 記
■  人と握手し会食してコミュニケーションがとれる日常は戻って

くるのでしょうか。悲観的になっても仕方ありませんが、これ
からの生き方を考えさせられますね。（小林）

■  引っ越して2年。星の観察をするには「空の面積」も重要であ
ることを実感。地下鉄最寄りと星の観察に適した場所、どちら
も満たす物件がないかなぁと思う今日この頃。（高橋）

■  最近、休みの日は散歩をするのが日課に。朝早く起きて散歩に
出るとだんだん朝日が昇っていく様や普段歩かない道に入って
新しい発見をしたりと楽しいです。（吉田）

 

MELONフェスタでは司会を担当

ボランティアポイントカード制度
をご活用ください

MELON協力商品券とは

〈会員状況〉
514名

法人 56
任意団体 10
個人 448

2020年11月24日現在

　会員の方には、「MELONボランティアポ
イントカード」を発行しています。部会・プ
ロジェクトの例会出席、作業やイベントでの
お手伝いをすると、１ポイント差し上げます。
5つ貯まると1,000円分のMELON協力商品
券と交換できます。

　みやぎ生協、日専連仙台で発行している商
品券です。金額の一部がMELONに寄付され、
環境保全活動にいかされます。宮城県内の日
専連加盟店及びみやぎ生協の各店舗でご利用
になれます。

MELONイベント情報
これから開催を予定しているイベント・会議をご紹介します。

イベント一覧（1月〜4月まで）

1/15（金） 多賀城市で考えよう！
気候変動適応策ワークショップ

1/21（木） うちエコ診断会in県庁

1/22（金） 川崎町で考えよう！
気候変動適応策ワークショップ

2/6（土） みなさんで備えよう！ 気候変動適応セミナー

2/18（木） うちエコ診断会in県庁

ストップ温暖化センターみやぎ
設立20周年記念誌完成！

　2000年5月から始動した「宮城県地球温暖化防止活動
推進センター（ストッ
プ温暖化センターみや
ぎ）」。2020年5月に20
周年を迎え、設立20周
年を記念する冊子が完
成しました！　設立当
時の様子や今までの活
動等、センター 20年の
歩みをぎゅっと詰め込
んだ記念誌は今後ウェ
ブサイトでも公開予定
です！

20周年記念誌
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